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平成2５年度あだち区民大学塾 第３ステージ開催報告 
 

 
元 NHK アナウンサーから学ぶ「言葉の力」で 

明日からあなたは必ず変わる 
10月 10、17、24日（木）午後 2～4時、岡部晃彦氏により講座が開催された。受講者延べ 89名が参加

した。 

 第 1回目：今は対面型コミュニケーション

が若者に少なくなっている。人間に大事なこ

とはおしゃべりをすることである。心、言葉、

行為の三位一体を心にとめていると相手の

心を動かすことができる。 

 第 2回目：相手に分かりやすく伝えるためには、しっかりとした発声、はっきり

とした発音、分かりやすい速度、ポーズ、抑揚、強調であること。この回でトレーニングを試みた。声が小

さい一人の受講者に、まず強い無声音で単文を読んでもらい、次にそのまま声を出して読んでもらったとこ

ろ、一瞬にして変わったことに拍手が起こった。 

 第 3回目：時代とともに変わってゆく乱れた言葉の中で「自分の敬語は大丈夫なのか」に気づかされる話

であった。「あなたにふさわしく、心をこめて、簡潔に」を心がけて欲しい。受講者から、間違っていた自

分の言葉に気付かされた。もっと知りたい。仕事に役立てたい等の声をいただいた。（佐野祝子） 

 

声に出して読む万葉集Ⅲ～相聞歌～ 

10月 18、25日（各金曜日午前 10－12時）石井清弘先生を迎えて開催された。万葉集は日本最古の歌集

で約 130年間の歌 4540首が収められて天平宝字三年（759）に完成されたもの

で、今回先生は巻 11と 12相聞歌を主体に講義された。相聞とは万葉集の部立

（分類）の一つ、万葉集の内 1750種あり、95％は男と女 5％は親子、同性間の

歌という。相聞―弧悲―恋となる。歌の形は「正述心緒」（心情を真っすぐに述

べる）「寄物陳思」（事物に託して心情を述べる）の方法があり一句、一句につ

いてこの形の解説があった。声を出して読む句も全員か、女性か、男性か歌に

よって異なる、講師の解説と指示であった。穏やかに講義は進行し、時々ユーモアを交えた解説に場の空気

が和んだ。四季の移ろいに感性を磨き，恋に身を焦がした遠い万葉人の世界に引きこんでゆく講師ならでは

の世界を味わった講座であった。                        （安藤寿） 
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平成25年度あだち区民大学塾  第3ステージ開催案内 
   
◆◆10 月区報掲載講座開催案内◆◆ 

講座名 講 師 開催日時 

やさしい「薬膳」 
食育アドバイザー 
田中 桂子氏 

12/ 5 (木)午前 10時～12時 
12/12 (木)午前 11時～午後 2時半(実習) 

         

           
 
 
 
 
 
 
 
 
上記講座が開催されます。会員の皆さん、協力し成功させましょう。 
大学塾講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 
申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759（平日午後1時～5時） 

E-Mail：t3436s@yahoo.co.jp    （ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 
 

あだち NPO フェスティバル 2013 ～想い つながれ～ 参加報告 

今年度は、地域の人との交流を図るとともに、生きがいを持ってさま

ざまな地域活動に参画できるまちづくりを目指した、～想いつながれ～

をテーマに、9月 29日〈日〉足立区役所に於いて開催された。オープニ

ングは出展団体とのコラボ、みんなで歌おう！と題して、足立区歌「わ

が街あだち」「ドレミの歌」を参加者が一体となって歌った。次なるトー

クセッションでは “ＮＰＯがつくるつながり” を課題に、「楽学の会」

ほか３団体の活動紹介が行われ、当会では内閣府HPに掲載されている、

平成 24年度「社会参加章」受章の当事例映像と活動全般を紹介した。 

さらに“もっと話をしてみたい！ ”という区民と各グループになって、

自己紹介や活動に参加するための方法など、より深い意見交換を行った。

会場には 43団体それぞれが展示、体験、販売、コミュニティカフェなど

のコーナーに出展し、フ

ェスティバルを大いに

盛り上げブースが賑わ

っていた。当会ブースも

受付嬢？が勢ぞろい、立

ち寄って下さる方々へ

の説明も懇切丁寧に笑顔で対応。エンディング みんなで

歌おう！では、「高校３年生」「ふるさと」「花が咲く」の

ハーモニーがフェスティバルを締めくくった。  

               （ボランティア活動推進部） 

                  

実習のメニュー 

～寒い時期体が

温まる料理～ 

・ うこんご飯

・ 薬膳カレー

・ ポトフ 

・ 葱白と春雨

のみどり酢あえ 
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「薬膳」講座の企画意図 

食物には独自の性質と味があります。

病気予防と健康維持のために、食材が

もつチカラを学び、実習をとおして薬

膳を味わいます。 

 



10 月月例会報告 

ボランティア活動体験発表とフリーディスカッション        

 18日（金）午後 3時半から研修室 2で開催。出席

者 19名。最初に、月例会の傍聴希望者（1名）を紹

介。次に、早坂代表理事の挨拶。続いてボランティ

ア活動体験発表。「子どもの見守り（安藤寿）」：キッ

ズパレットの立ち上

げに参加し自由遊び

を楽しくやっている。

活動日が月、水曜日か

ら月～金曜日へ。参加

児童が 4～6年から 1～6年生へ拡大した。 

 

「高齢者の見守り（市川道子）」：施設での見守

り。デイケアに「学習」のため参加。全員起立

して“健康体操”の実技指導。リラックスできて

大好評。 

 

「成年後見人制度（原田進）」：親戚の人の後

見人を 7 年続けている。研修を受講すれば後

見人になれる一般公募でなった。困難な課題

はあるが後見人を続けたい。 

 

「傾聴（賛助会員平木トミ子氏）」：傾聴ボラ

ンティア養成講座の第 1 期生。10 年前、60

時間の講習を 40 名が修了して、SPC（傾聴

ボランティア・クラブ）を立ち上げ施設や個

人宅にうかがって傾聴。“おしゃべり処”にも

参加。“元気の源は傾聴から”。 

 

発表終了後、

フリーディス

カッションで

活発な意見交

換が行われ、最後に各部局長から最新

情報が提供され、午後 5 時 45 分拍手

と「笑顔」で閉会。   

（齋藤龍男） 
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第 14 回・・・六町地域（その 2）  
1.花畑大鷲神社  

花畑 7－15－1（花又鷲宿）入り口に東日本大震災による耐震、新築、改修工事の告知版があった。25

年 2月より 3年間の予定とある。一の鳥居を潜ると鷲社の杜、神

苑と呼ばれる区域になる。楠、銀杏、黒松などの大木に囲まれ、

荘厳な雰囲気に包まれている。これらの木々の 10％は足立区の

保存樹である。珍しいのは枝垂桜「三春の滝桜」の古木が一本あ

る。寄贈者の名前も書かれている。一の鳥居から、三の鳥居を過

ぎ拝殿まで約 700㍍ある。境内の広さ（約 3,000坪）参道の長さ

が神社の格を表すとも言われている。 

予め面談をお願いしていた四代目濱中厚生宮司が心良く我々

を参集殿和室の間に招きいれ、笑顔で穏やかに質問、疑問に応答

され宮司ならではの神社の由来、近辺等々のお話をいただいた。以下、

濱中厚生宮司の説明と三代目濱中隼雄宮司著の大鷲神社史誌を元に

概略を記す。 

（１）祭神：日本武尊 

（２）創建：悠久にして不祥（日本武尊が本陣を置いたと言う伝説も

あるが、後三年の役で奥州征討に向かっていた兄八幡太郎義家の援軍

として向かった新羅三郎義光が綾瀬川に戦勝祈願の身を清めた時、白

い大鷲が飛んで来て是は吉祥と思い戦場に赴いた。（伝説の一つ）見

事戦勝を果たし凱旋のおり神恩に報い兜を奉納、以後本社は源氏の祭神となった。記録による最初の鎮座地

は南北朝、武蔵国足立郡花俣郷（水野家文書による）。 

（３）神紋：『五本骨扇に月丸』は佐竹藩家紋と同じ。佐竹氏は新羅三郎義光の継嗣、義業，昌業、隆義、

秀義の頃から源氏姓から佐竹氏を称した。昌業の祖は頼義、頼義から義家、義光（弟）の兄弟が生まれ義家

の三代後に頼朝が誕生、頼家、実朝の鎌倉幕府三代となる。神紋となった佐竹氏は常陸国佐竹郷に住み、佐

竹冠者と称し一度は平家に味方し所領を没収されたが後に鎌倉に従って旧領を返還された。佐竹家は豊臣秀

吉の小田原征伐に協力し、常州の旗頭になり江戸氏から水戸城を奪って居城とし、54 万石の大名となった

が、関ケ原の戦いで曖昧な立場をとり出羽国に転封となり（1602）慶長七年、20万石に下がり以後久保田

（秋田）に城郭を開いた。 

（４）大鷲神社の歩み：社が盛んになったのは室町時代、当神社振興が図られて、その特筆すべきは 11月

の「酉のまち」に限り社に通じる道々で野天賭博が許されたこと。

船運の盛んな頃は江戸より綾瀬川の榎戸、下沼（南花畑４、５丁

目付近）に乗船場があり近辺の商店も賑わった。金持ちは舟、武

士は馬、庶民は徒歩での参拝で酉の市の出店と共に全盛を極めた。

江戸期に入り賭博の禁止、船運の衰退と共に酉の市は浅草が主流

となり、浅草をしん鳥、花畑をおお鳥と呼ばれるようになった。

幕末近く幕府の命により佐竹藩が大鷲神社の造営を始め毎日工

事費用を佐竹屋敷から千両箱を馬で運んできたという、完成を見

ずに明治となり以後宮大工により竣工となった。12 年に一度の

大祭があり、年間行事は通常の神社とほぼ同じ内容である。今、郷土芸能の継承が少なくなって来ているが、

花畑大鷲神社獅子舞、神太鼓は確実に受け継がれている。花畑地域も再開発が終わり新たな住民も増えてい

る。新拝殿、本殿、神楽殿の完成後に再び往時の賑わいを期待する。 
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2. 毛長川 

毛長川は、埼玉県川口市赤山地区(赤山城址)を源とし、南下して見沼用水と交差し、東に転じて草加市・

八潮市と足立区の都県界を形成、花畑で綾瀬川に注ぐ延長 

9.7kmの一級河川である。毛長川の呼称は、昔「毛長落し」、

その後「毛長堀」、現在は「毛長川」と変化している。 

 古くからの川であるが、流域の都市化の影響で水質は悪く大

きな下水と化していた。現在は、荒川の水を引くなど対策が

進んでいる。また護岸は昭和 23年から 40年にかけて改修さ

れ拡張されているが、コンクリート製の護岸は残念ながら殺

風景な景観となっている。毛長には幾つかの伝説が残っ  

ている。毛長沼と美 

しき娘の入水自殺 

                     の伝説であり、その 

髪を祀る毛長神社の由来となっている。なお髪の毛を神体とする神

社は全国でも珍らしい。毛長神社は、舎人ライナー｢舎人駅｣から北

東に約 1km草加市新里町にある。足立区の地図を見ると三つの川が

一点で合流する場所があることが分かる。現場は花畑地区で大鷲神

社の北側だが、毛長川と伝右川が綾瀬川に注いでいるのだ。この光

景を見ると治水に対する先人達の熱意が伝わってくる。 

３.桑袋ビオトープ公園  

足立区の北端にあたる花畑 8丁目付近は昔、桑袋耕地と呼ばれ自然豊かな農耕地帯であった。しかし昭和

30年代に入り、次々と団地が建設されるようになった。桑袋小学校

は、昭和 46年度に都営住宅「花畑第四アパート」の建設に伴う人口

急増に対応するため開設された学校である。しかしその後の少子化

により、平成 9 年に廃校になった。この跡地にもともとあった足立

の自然の姿をとりもどそうと桑袋ビオトープ公園が作られた（平成

17年 5月開園）。都道 446号を北へ鷲宮橋（毛長川）、伝右橋（伝右

川）を渡ると伝右川と綾瀬川に挟まれた三角の形をした公園である。

入り口を入るとハス田があり、大きなため池がある。園内に植えら

れた木に「この木なんの木」と書かれた竹筒がぶら下がっており、竹筒を上げると答えの書かれた紙が出て

くる。園内の環境は、生き物たちが自然と集まってくるような自然の

姿を保てるように配慮されており、ふと子供のころはこのような自然

の中で遊んでいたことを思い起こさせる。奥に行くと綾瀬川や身近な

生き物について楽しく学べる「あやせ川清流館」がある。また併設さ

れている桑袋浄化施設では、綾瀬川に流れ込む川の中で最も水質の悪

い伝右川の水を浄化して、綾瀬川に放流している。浄化した水の一部

は園内のため池に取り入れられている。 

 公園の南東端で伝右川と毛長川が綾瀬川に流れ込んでおり、北側の

道が蛇橋伝説にまつわるいまは無き蛇橋（綾瀬川）に通じていた。こうみてくると地理的にも歴史的にも非

常に興味の沸くところである。 

                     （安藤、岡田、加藤、神戸、今野、田中（桂）、佐久間） 

 

 ①綾瀬川 ②伝右川 ③毛長川の合流点 
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「あだちサークルフェア 2013」参加報告 

「あだちサークルフェア 2013」開催 10 月 12 (土)、13 日(日) 

あだちサークルフェアは、平成 21 年より足立区生涯

学習センターで「あだち区民まつり(Ａ-Ｆｅｓｔａ)」と同日

に開催しており、生涯学習センターおよび区内 13 か所

の地域学習センターで活躍する様々な団体が日頃の学

びと練習の成果を広く区民の皆様に披露するイベント

である。今年は幸いに両日共に好天に恵まれ、多くの人

達が訪れて、午後の講堂に於いては舞台を見たい人達が

溢れて行列ができる程の大盛況であった。当会の出展ブ

ースに於いて

は、「ボランティアへのキッカケづくりと仲間づくりに主眼を置

いた入会へのお誘い」を掲げて、ポスターやチラシ等にも工夫を

凝らし、来場者に対して積極的に配布や声掛けをした。 

今年の会場来場者総数は昨年の 19,000人を上回り、21,597人、

イベントへの参加団体はステージ部門24団体、展示部門12団体、

体験部門 2団体、青空市

場部門で 6団体、ほか特設ステージでは手品やパフォマンス等 10

団体で合計 54団体が参加した。また当会の運営に参加した会員は

両日で延べ 13名だった。我々「楽学の会」が、区民に向けて学び

の機会を提供する日頃の活動を通して「あだち」の街創りの一助

を担って居る事を改めて実感した。 

（ボランティア活動推進部） 

 

「社会教育」10月号掲載記事紹介 

 「社会教育」10月号「今月の書評」欄に当会発行の記念誌「設立 10年のあゆみ」が掲載されました。 

 また、「イベントが社会教育を元気にする」と題した座談会に当会顧問の大久保邦子氏が参加されていま

す。「社会教育」10月号はワークルーム書架に

ありますので一読ください。 
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運営委員会だより 
 
平成 25年 10月運営委員会は 10月 1日(火)に開催。議事録を基に報告する。 

1. 早坂代表の報告及び提案 
・9月 29日 NPOフェスティバル 2013へ 11名の参加協力及び楽学ニュース 189号の前倒し発行につい
て協力お礼。また、10月 12、13日の「サークルフェア 2013」への参加協力のお願い。 
楽学ニュース 189号を区役所関係宛直接持参のうえ、日頃の支援についても謝意をお伝えする。 

2. 議題 
（1） 情報交換 
・あだち NPOフェスティバル 2013 9/29開催、ブース来訪者５名、当日のチラシ、パンフレット等回 
覧する。  

 ・「皆援隊」活動体験依頼 本人の都合により中止。 
・男たちのボランティア 2014、実行委員会 9/29実施、例年どおりの内容で 2月実施。 
・「社会教育」10月号回覧 ロッカーに保管。 
（2） サークルフェア 2013について 
・10/12,13 開催、会員の参加をお願いする。 
（3） 月例会開催について 
・10/18（金）15：30～17：30 研修室 2  
ボランティア活動体験発表+ディスカッション  
発表者：SPCクラブ副代表平木氏、安藤、市川（道）、原田 
の 4名 

（4） あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 
 ・検討会議 10/18、企画会議 11/1 開催。  
（5） 25年度受託講座について 
 ・「健康と安全を守りたいあなたへ」 区報 10/25号掲載 
 11/20、27、12/4開催 11/8（金）午後 2時～ 事前打合せ 
 於ワークルーム 20日は「ワイン」と、４日は「熈代勝覧」 
 と重なるため、運営ボラの参加よろしくお願いする。 
（6） その他 
 ・25年度「楽学の会」中間報告を 10/25までに各部局等から 
事務局へ提出依頼。 

 ・楽学ニュース 12月号の印刷については 12/26。発送は 12/27 
  とする。  
 ・生涯学習情報ネットワークイン多摩の生涯学習展の案内。 
 ・パソコン教室 10/29、11/6の 2回、午後 2時～4時 
ワークルームで開催。講師：神戸 
 
当会会員木島叔子さんより楽学ニュース受領について 
お礼の書簡をいただきました（9月 30日付）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員の緑川智子様が足立区功労者

に選ばれました。以下寄稿いただきま

した。 
 
この程、足立区より、平成 25 年度

功労者として表彰を受けました。私が

民生児童委員の委嘱を受けてから、子

供のことからお年寄りのことまで色々

な事に遭遇しました。心に残っている

ことの中で、登校拒否の件で小学校よ

り相談を受け、朝そのお宅に迎えに行

き、家族より話を聞きました。まず毎

朝迎えに行き、顔見知りになり馴れて

きた頃、抱きかかえながら、学校に連

れて行き先生にバトンタッチしまし

た。何回か繰り返しているうちに、元

気に一人で登校出来るようになりまし

た。しかし、その後母親は体調を崩し、

乳がんで亡くなりました。それで、別

居していた父親に引き取られ、小学校

を無事に卒業しました。この事例はい

い方に向かいましたが、中々難しい事

例も多いようです。 
 また、一人住まいの 70 歳以上の方
の見守りの一つに「おはようヤクルト」

という制度があり、半径 500m以内に
親族が居ない方が対象になります。毎

日宅配し、飲まれているかいないかで

安否を確認するのですが、2 日間飲ま
れていないとの連絡があり、すぐ行き、

近所にも様子を聞きましたがわから

ず、福祉事務所に連絡し、110 番して
もらい、消防士に中を見てもらった結

果留守でした。大事にいたらなかった

のでホットしました。しかし、ルール

を守れないことが多々あります。一部

ですが書かせていただきました。 
            （緑川智子）
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生涯学習センターボランティア情報 
今月の生涯学習センター講座運営ボランティア募集 

はありません。    （ボランティア活動推進部） 

<生涯学習センター講座情報> 

◎講座名：帝京科学大学連携講座  

イヌの「しつけ」とイヌの行動学 

日 時：12月 17日 火曜日 午前 10時 30分～正午 

場 所：生涯学習センター 5階 研修室 1 

受講料： 無料 

定 員：16歳以上、50人 

内 容：イヌと一緒にうまく暮らすためにとても大切

なのは、イヌがどんな動物か理解することです。今回

は、まず、イヌという興味深い動物についての最新の

研究成果を交えてお話し、次に、イヌと一緒にくらす

ための「しつけ」やコミュニケーションのコツについ

てお話します。 

講 師： 薮田慎司（帝京科学大学准教） 

◎講座名：松本清張ミステリーの魅力と昭和 30

年代の日本 
日 時：12月 7日 土曜日  午後 2時～4時 

場 所：生涯学習センター 5階 研修室 3 

受講料： 一般：700 円、70 歳以上・障がい者：490

円（要証明書提示） 

定 員：16歳以上、35人 

内 容：松本清張の社会派ミステリーに描かれた昭和

30 年代の日本。当時の社会・文化を探りながら、清

張ミステリーの魅力に迫っていきます。 

講 師：藤井淑禎（立教大学文学部教授） 

申し込みは、生涯学習センターへ 

 電話（03－5813－3730）または直接窓口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
○運営委員会 

11月 1日(金)  午後 3時～5時 研修室 4 
○月例会  

11月 14日(木)   午後 3時半～5時半 研修室 2 
○学習支援部 

11月 12日(火)   午後 2時～4時ワークルーム 
○ボランティア活動推進部 

11月 5日 (火)  午後 2時～4時  ワークルーム 
○広報部 

11月  8日(金)  午後 2時～4時 ワークルーム 
11月 25日(月)  午後 2時～4時 ワークルーム 
11月 29日(金)  午後 2時～4時 ワークルーム 
○事務局  

11月 2日(土)   午後 2時半 （190号発送） 
11月 12日(火) 午後 2時半～4時半ワークルーム 
○大学塾講座検討会議  

11月 14日(金)  午後 2時～午後 3時半 研修室 2 
○大学塾企画会議 

11月 1日(金)   午後 1時半～3時 研修室 4 
○ホームページ企画会議 

11月は月末の更新作業とします。 
 

★お問い合わせ＆ご意見等 

○「楽学の会」の運営に関するお問合せ 
  事務局   江川武男   電話 :03-3898-1542 
   E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
○「ホームページ」に関するお問合せ 
  広報部 田中国弘 電話：03-3856-9290 
   E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 
 
 
 
 
 
 

 

 編集後記 

今月の制作担当は小林さん、2色刷りA3版レイア

ウト2回目の編集。そして25/1月182号10頁以来、連

続の8頁の紙面構成となる。これも10周年記念行事、

大学塾の安定した開催、駅シリーズ、対外交流、月

例会等充実した会の活動、最新記事掲載への会員皆

さんの協力、努力の成果です。10月は毎週の台風の

襲来もあったが、久しぶりの喜多村さんの参加があ

り、おかげで今月も盛り上がり、190号発行を完了。 
（田中国弘） 

     

１１月 月例会のご案内 

開催日時：11月 14日（木）  

午後 3時半～5時半 

場  所：生涯学習センター  

5階 研修室 4 

講  演：当会顧問 﨑山 みゆき氏 

（静岡大学大学院客員教授） 

積極的な参加を期待しています 
  

（ボランティア活動推進部）

ホームページ・メルマガからのお知らせ 

・HP は楽学ニュース、メールマガジンと連動し、対

外的情報発信媒体として毎月 1 日に定期的に更新

しています。会員ページと合わせ是非ご覧下さい。

・メルマガの区民登録者は 100名を超えました。引き

続き協力お願いします。 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 
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